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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】履くことによって、有効且つ簡単便利に足裏も
しくは足裏辺縁に付着した余計な角質皮膚、角質もしく
は、たこ堆積層を除去するサンダル等の健康美容履物を
提供する。　　　
【解決手段】健康美容履物は、足に履く各種履物の中底
、もしくは足裏辺縁接触面上、もしくは履物中敷き表面
上に細砂顆粒２０の層を付着させた構造である。該細砂
顆粒はコランダム砂材質のコランダム砂顆粒、岩石材質
顆粒、金属材顆粒、化学材顆粒である。使用者は履物１
０を履くと同時に、履物の中底もしくは足裏辺縁接触面
１１上もしくは履物中敷き表面上の細砂顆粒付着層によ
って、簡単でありながら有効に足裏に付着した厚くて固
い皮膚、亀裂の入った表皮堆積層、もしくはたこを除去
し、簡易に足裏もしくは足裏辺縁の角質、厚皮もしくは
たこを除去して細菌の発生を防止し、簡易に足部の美容
保健を達成する。
【選択図】図９
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　履物中敷きを含み、その履物中敷きは各種履物類の内部に合わせて挿入する健康美容履
物において、
　該履物中敷き表面上は細砂顆粒層を付着させた構造で、該細砂顆粒により、有効に足裏
の角質、もしくはたこ堆積層を取り除くことを特徴とする健康美容履物。
【請求項２】
　履物中敷きを含み、その履物中敷きは各種履物類の内部に合わせて挿入する健康美容履
物において、
　該履物中敷きは、凹み縁辺を備えた履物中敷きを成形し、そのうち，凹み縁辺を備えた
履物中敷きの表面上及びその凹み縁辺の表面上は細砂顆粒層を付着させた構造で、該細砂
顆粒により、有効に足裏の角質、もしくはたこ堆積層を取り除くことを特徴とする健康美
容履物。
【請求項３】
　健康美容履物において、
　足裏接触面の表面に細砂顆粒層を付着させた構造で、該細砂顆粒によって有効に足裏の
角質、もしくはたこ堆積層を取り除く履物であることを特徴とする健康美容履物。
【請求項４】
　履物の辺縁には凹み縁辺が伸びる健康美容履物において、そのうち、凹み縁辺を備えた
履物の足裏接触面上及び該凹み縁辺の内部表面は細砂顆粒層を付着させた構造で，該細砂
顆粒により、有効に足裏の角質、もしくはたこ堆積層を取り除くことを特徴とする健康美
容履物。
【請求項５】
　前記細砂顆粒は、コランダム砂材質のコランダム砂顆粒であることを特徴とする請求項
１または２，または３、または４記載の健康美容履物。
【請求項６】
　前記細砂顆粒は、岩石材質顆粒、金属材顆粒、化学材顆粒であることを特徴とする請求
項１または２、または３、または４記載の健康美容履物。
【請求項７】
　前記細砂顆粒層は、必要に応じて履物中敷きの局部表面上に付着させて設置することを
特徴とする請求項１記載の健康美容履物。
【請求項８】
　前記細砂顆粒層は、必要に応じて凹み縁辺を備えた履物の中敷きの局部表面及びその凹
み縁辺の局部表面に付着させて設置することを特徴とする請求項２記載の健康美容履物。
【請求項９】
　前記細砂顆粒層は、必要に応じて履物の足裏の局部接触面に付着させて設置することを
特徴とする請求項３記載の健康美容履物。
【請求項１０】
　前記細砂顆粒層は、必要に応じて凹み縁辺を備えた履物の足裏局部接触面上及びその凹
み縁辺の内部局部表面に付着させて設置することを特徴とする請求項４記載の健康美容履
物。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、美容靴に関するもので、特に各種一般履物の中底もしくは足裏辺縁接触面も
しくは履物中敷き表面上に細砂顆粒層を付着させて設置した構造に関し、履くことによっ
て、有効且つ簡単便利に足裏もしくは足裏辺縁に付着した余計な角質皮膚、角質もしくは
、たこ堆積層を除去しながら、足部のケアを行い、足の皮膚を美しくする健康美容履物に
係わる。
【背景技術】
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【０００２】
　現在、足裏の角質、たこを取り除く工具は、力を入れて磨かなければならない。もしも
、力を入れて磨かなければ、足裏に一層一層堆積した角質やたこを取り除くことはできな
いのであるが、力を入れすぎると、足裏皮膚を傷つけ、血が出てしまうこともある。が実
際のところ、これらの欠点を改善できないでいる。
【０００３】
　そのため、本考案者は、研究の過程において、多くの研鑽を積み、従来の考えを新たに
し、更に優れたものを創りだそうと考えた。具体的に以下に示す。
【０００４】
　現代人は、靴を履いている時間が長く、女性は長時間ハイヒールを履くため、足裏の重
力は大きく、足裏には一層の角質層が形成されやすい。更に履いている靴が足に合ってい
ない場合には、長期的な摩擦、圧迫により、足裏の角質層は更に厚くなり、硬化してしま
う。もしも、適する処理によって除去しなければ、角質やたこになり、女性の足の美観に
影響する。ひどい場合には、乾燥によって亀裂が入ってしまうこともある。　
【０００５】
　しかしながら、現在の足をこする道具、例としてヤスリ紙、ヤスリ棒、軽石、角質取り
棒、…等の伝統的な各種工具は、すべて手に力を入れて足裏の角質やたこを取り除かなけ
ればならず、腰を曲げてこれらの伝統的な工具を使用しなければならないばかりでなく、
相当長い時間も必要で、非常に不便である。力が不足すると、有効に取り除くことができ
ないものの、力を入れすぎると、皮膚を傷つけ、ひどい場合には皮が破れて流血すること
もあり、使用者にとって非常に不便である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１４９号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　本考案の解決しようとする課題は、従来は足裏の角質、たこを取り除く工具で磨かなけ
ればならかったが、力を入れて磨かななくても、足裏に一層一層堆積した角質やたこを簡
単に取り除く健康美容履物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本考案は、足に履く各種履物の中底、もしくは足裏辺縁接触面上、もしくは履物中敷き
表面上に細砂顆粒層を付着させた構造である。該細砂顆粒はコランダム砂材質のコランダ
ム砂顆粒、岩石材質顆粒、金属材顆粒、化学材顆粒であり、使用者は履物を履くと同時に
、履物の中底もしくは足裏辺縁接触面上もしくは履物中敷き表面上の細砂顆粒付着層によ
って、簡単でありながら有効に足裏に付着した厚くて固い皮膚、亀裂の入った表皮堆積層
、もしくはたこを除去し、簡易に足裏もしくは足裏辺縁の角質、厚皮もしくは、たこを除
去して細菌の発生を防止し、簡易に足部の美容保健を達成することを最も主要な特徴とす
る。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案の健康美容履物は、足に履く各種履物の中底、もしくは足裏辺縁接触面上、もし
くは履物中敷き表面上に細砂顆粒層を付着させたので、簡単でありながら、有効に細砂顆
粒層が足裏に付着した厚くて固い皮膚、亀裂の入った表皮堆積層、もしくは、たこ等を除
去するという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】公知の履物中敷き俯瞰図一である。
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【図２】本考案の履物中敷きの実施例の俯瞰図一である。
【図３】公知の履物中敷き的俯瞰図二である。
【図４】本考案の履物中敷きの実施例の俯瞰図二である。
【図５】本考案の履物中敷きの実施例の俯瞰図三である。
【図６】公知のスリッパの足裏接触面の俯瞰図である。
【図７】本考案のスリッパの実施例の俯瞰図一である。
【図８】本考案のスリッパの実施例の俯瞰図二である。
【図９】本考案のスリッパの実施例の俯瞰図三である。
【図１０】公知のサンダルの凹み縁辺及び足裏接触面の俯瞰図である。
【図１１】本考案のサンダルの実施例の俯瞰図一である。
【図１２】本考案のサンダルの実施例の俯瞰図二である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　本考案者は、前述の伝統的な足裏角質除去の工具を用いた欠点に対し、研究を重ねて開
発し、長年当領域に従事した経験と心得を元に、本考案の健康美容履物に想到した。
【００１２】
　一般各種履物の中底、もしくは足裏辺縁接触面上に細砂顆粒層を付着させて設置した構
造で、履物を履くと同時に、有効且つ簡易に足裏、もしくは足裏辺縁の角質たこ堆積層を
除去する。それらによって、足裏の角質、たこを取り除く工具を購入するコストを節約し
、更に、足裏もしくは足裏辺縁の硬質たこを除去する時間を節約し、実用性、便利性及び
安全、衛生、健康を達成するケア効果を備え、同時に足部の皮膚を美しく整え、足部の皮
膚を柔らかくして、製品の優越性を高め、産業利用価値を上げる健康美容履物を提供する
ことを本考案の主な目的とする。
【００１３】
　一般各種履物中敷き表面上に細砂顆粒層を付着させて設置した構造で、各種履物類の内
部に挿入し、履物を履くと同時に、有効且つ簡易に足裏、もしくは足裏辺縁の角質たこ堆
積層を除去する。それらによって、工具を購入するコストを節約し、更に足裏もしくは足
裏辺縁の硬質たこを除去する時間を節約し、実用性、便利性及び安全、衛生、健康を達成
するケア効果を備えるだけでなく、同時に足部の皮膚を美しく整え、足部の皮膚を柔らか
くして、製品の優越性を高め、産業利用価値を上げる健康美容履物を提供することを本考
案の別の目的とする。
【００１４】
　上述の目的を達成するため、本考案は、健康美容履物を提供する。それは、主に、平板
の履物中敷き、もしくは凹み縁辺を備えた履物の中敷き表面上、及び各種履物の足裏接触
面上、もしくは凹み縁辺内部の表面上に細砂顆粒層を付着させて設置した構造で、履物類
もしくは履物を履く時、足裏もしくは足裏辺縁が該細砂顆粒層と接触して摩擦され、有効
に足裏もしくは足裏辺縁の余計な硬化角質もしくはたこを除去し、実用便利性、健康衛生
を備えた足部ケア及び足部美容効果の目的を達成する。
【００１５】
　本考案の構造、特徴及びその効果をより理解するため、以下に本考案の健康美容履物の
良好な実施例を挙げ、図面を参照して説明する。
【実施例】
【００１６】
　以下、本考案の健康美容履物の実施例の構造を提出する。図１、図２、図３、図４、図
５に示すとおり、本考案の履物中敷き１００は、平板の履物中敷き１００でもよく、また
凹み縁辺１０１を備えて成形した履物中敷き１００でもよい。そのうち、本考案の平板の
履物中敷き１００は表面上に細砂顆粒２０を層で付着させて設置した構造で、該凹み縁辺
１０１を備えた履物中敷き１００も表面上及び凹み縁辺１０１の表面上に細砂顆粒２０を
層で付着させて設置した構造である。
【００１７】
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　本考案の健康美容履物の該細砂顆粒２０の材質は、必要に応じて金剛材のコランダム砂
顆粒、岩石材顆粒、金属材顆粒、化学材顆粒を設置し、どれでも有効に足裏、もしくは足
裏辺縁の角質堆積層、もしくはたこを磨いて除去する。そのうち表面上に細砂顆粒２０の
構造層を設置した履物中敷き１００は、如何なる各種の異なる履物類の中に入れてもよく
、靴を履いた時、履物中敷き１００表面上に設置した細砂顆粒２０と足裏、もしくは足裏
辺縁が接触して擦り合い、足裏、もしくは足裏辺縁に堆積した硬質の粗い角質堆積層を有
効に取り除く。
【００１８】
　本考案の健康美容履物の実施例の凹み縁辺１０１を備えた履物中敷き１００の凹み縁辺
１０１表面上に設置した細砂顆粒２０は、足裏辺縁の硬化角質もしくは角質堆積層を有効
に磨き取る。本考案は、必要に応じて細砂顆粒２０を履物中敷き１００全体、もしくは履
物中敷き１００の凹み縁辺１０１表面全体に付着させ、また、該細砂顆粒２０を履物中敷
き１００の局部表面、もしくは履物中敷き１００の凹み縁辺１０１局部表面上に付着させ
てもよく、これらにより、足部の余計な角質たこ堆積層を有効に取り除く。本考案の表面
上に細砂顆粒２０層を付着させて設置した構造の履物中敷き１００を履く時間は、状況に
応じて履く時間を調整するが、一般的には３０分を超えないように使用するのが効果的で
ある。
【００１９】
　足部角質たこを擦り取る必要がない場合には、健康美容の履物中敷き１００を取り出せ
ば、普通に履けるので実用的で便利である。本考案の履物中敷き１００表面上の細砂顆粒
２０の付着層は、研磨布もしくはサンドペーパーのような表面上が微細顆粒層状のものを
設置してもよい。本考案の細砂顆粒２０は、必要に応じて異なる大小顆粒を設置し、有効
に足裏、もしくは足裏辺縁の粗い角質層、もしくは角質たこを平均して磨き取る。
【００２０】
　図６、図７、図８、図９に示すとおり、本考案の健康美容の履物１０の足裏接触面１１
の表面上は細砂顆粒２０層を付着させて設置した構造で、該細砂顆粒２０の材質は、必要
に応じてコランダム砂材のコランダム砂顆粒、岩石材質顆粒、金属材顆粒、化学材顆粒を
設置し、それらすべては有効に足裏の角質硬層もしくはたこを削って除去する。
　本考案の健康美容の履物１０は、スリッパでもよい。該スリッパの足設置面に履物帯体
１２を環設し、足部前端を挿入して履く。本考案の履物１０は、スリッパの他に、サンダ
ル、クロックス・シューズ…等各種履物１０でもよい。
【００２１】
　健康美容の履物１０を履いた時、該足裏接触面１１の表面上に付着した細砂顆粒２０が
、足の動きによって足底面に平均して摩擦を起こし、有効に堆積した足裏の厚くて固い皮
膚、亀裂を起こした表皮、もしくはたこ角質堆積層を徹底的に除去し、手でケアをするこ
となく、楽に足裏の硬皮、角質や硬角質層を取り去り、足裏の硬化した角質堆積層に細菌
が発生するのを防止し、足の健康に効果がある。本考案では、必要に応じて細砂顆粒２０
を足裏接触面１１の表面上に全面的に付着しても良く、また該細砂顆粒２０を足裏接触面
１１の局部表面上に付着しても良く、どちらでも有効に足部の余計な角質たこ堆積層を除
去する。
【００２２】
　本考案の健康美容履物を履く時間は、状況によって調整するのが良いが、一般的に３０
分を超過しないのが効果的である。本考案の細砂顆粒２０は、必要に応じて、コランダム
砂材質のコランダム砂顆粒、岩石材質顆粒、金属材顆粒、化学材顆粒が良く、どれも皆有
効に足裏の角質堆積層、もしくはたこを除去する。本考案の細砂顆粒２０を付着させて設
置した構造層は、例として研磨布、もしくはサンドペーパー表面上の微細顆粒層を設置し
てもよい。本考案の細砂顆粒２０は、必要に応じて、異なる大小の顆粒を設置し，有効に
足裏の一層一層の粗い角質層、もしくは角質、硬皮たこを平均して除去し、健康で衛生的
、且つ柔らかい美足を達成する。
【００２３】
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　図１０、図１１、図１２に示すとおり、本考案の健康美容の履物１０は、一般に履くサ
ンダルでもよい。該サンダルの足裏接触面１１の表面上に細砂顆粒２０層を付着させて設
置した構造である。そのうちサンダルの辺縁に凹み縁辺１１１を設置し、該凹み縁辺１１
１の内表面にも細砂顆粒２０層を設置することで、有効に足裏及び足裏辺縁の角質層、も
しくはたこ堆積層を除去する。本考案は必要に応じて細砂顆粒２０を足裏接触面１１もし
くは凹み縁辺１１１の履物内表面全面に付着してもよく、または該細砂顆粒２０を足裏接
触面１１の局部表面上もしくは其凹み縁辺１１１の靴内局部表面に付着してもよく、どち
らも有効に足部の余計な角質たこ堆積層を除去する。
【００２４】
　上述の説明からわかるとおり、本考案の健康美容履物は、構造の新規性及び進歩性を備
え、有効に足裏及び足裏辺縁の硬化角質もしくは角質たこを取り除き、手で工具を持って
磨き取る必要がなく、足裏角質を取り除く時間を節約する。本考案の特殊健康美容履物を
履いた時、もしくは本考案の履物中敷きを付けた時、簡単で便利に足裏もしくは足裏辺縁
の余計な粗い硬化角質及び角質堆積層を除去し、足部の硬化した角質堆積層に細菌がはび
こるのを防止し、足部の皮膚硬化及び亀裂を改善するだけでなく、足部の保健衛生、美容
に役立ち、健康で柔らかくきれいな足になり、製品の実用性及び便利性を高めて、利用価
値が上がる。本考案は、以上の特徴に基づき、特に傑出し、特異な設計である。
　なお、以上の説明は、本考案のうちの良好な実施例に過ぎず、本考案の請求範囲を限定
するものではない。拠って、本考案と同様の精神に基づき、請求範囲の如何なる変化及び
修飾は、すべて本考案の範囲に属する。
【符号の説明】
【００２５】
　　１０　　　　履物
　１００　　　　(履物)中敷き
　１０１　　　　凹み縁辺
　　１１　　　　足裏接触面
　１１１　　　　凹み縁辺
　　１２　　　　履物帯体
　　２０　　　　細砂顆粒
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